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〇現地高校生（Wittayakom School）との交流とディスカッション

LGBT についてのディスカッション

昼 食 会 の様 子
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○YMCA パヤオセンターの活動

センター職 員 による人 身 売 買 についての講 義

センターのこども達 とのお菓 子 作 り

Welcome セレモニーの様 子
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共 同 作 業 （センターの手 伝 い）の様 子

LGBT についてのディスカッション

アクティビティ（自 己 肯 定 感 を高 める取 り組 み）
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【2019 年度 SGH タイ研修日程表】
DATE
DAY1
9/20
FRI.

DAY2
9/21
SAT.

DAY3
9/22
SUN.

DAY4
9/23
MON.

DAY5
9/24
TUE.

DAY6
9/25
WED.

DAY7
9/26

REMARKS
07:00 – 新 千 歳 空 港 集 合
07:45 – 09:20 – 新 千 歳 空 港 ‐ 成 田 空 港 (NH 2152)
10:50 – 15:20 – 成 田 空 港 – Bangkok Airport (TG641)
17:10 – 18:40 ‐ Bangkok Suvarnabrumi Airport – Chiang Rai Airport (TG2136)
18:40 ‐ Arrive at Chiang Rai International Airport
19:00 ‐ Dinner at food shop in Chiang Rai city)
20:00 ‐ Proceed to Phayao center 22: 00 ‐ Arrive at Phayao Center 【パヤオセンター泊 】
08:00 ‐ Breakfast
08:30 – Leave for Chiang Muan Wittayakom School. Exchange with high students on
the topic of “Diversity of sex and gender” and “LGBT” in Thailand and
Japan and lectures or activities by Japanese students at Chian Muan
Wittayakom School
12:00 – Lunch with students at Chiang Muan Wittayakom School.
13:00 – Leave for Phayao center
14:00 ‐ Phayao center presentation ‐ Field trip around at the center.
‐ Learning how to cook Thai sweet dessert
18:30 ‐ Opening Dinner Khan Toke‐ Welcome ceremony
21:00 ‐ Take a rest
【パヤオセンター泊 】
08:00 ‐ Breakfast with children
09:00 ‐ Helping cleaning together with Phayao children. (Sweep the leaves,
cleaning center with children, catching crabs at the rice field etc.)
11:00 ‐ Lecture or activities by Japanese students
12:00 ‐ Lunch with children at Phayao center.
13:30 ‐ continue lecture and activities by Japanese students.
15:00 ‐ Folk play from the various of tribal tribe culture
16:00 ‐ Free time
17:00 ‐ Work in vegetable farm with children
18:00 ‐ Dinner with children at Phayao Center
19:30 ‐ Recreation games from children ‐ Learning Thai – Japanese language
20:30 – Take a rest
【パヤオセンター泊 】
08:00 ‐ Breakfast at Phayao Center
09:30 ‐ Learning human rights and Human Trafficking issue.
12:00 ‐ Lunch with staffs
13:30 ‐ Sight seeing place at Wat Sri Chum ,Dokkhamtai district ( Teak wood Temple
where will be understood the multicultural of Northern people in Thailand)
15:00 ‐Preparing Japanese night
16.30 ‐ Go to the local market ‘Baan Pin’ with Children
18:00 ‐ Dinner with children at Phayao Center
19:30 ‐ Japanese Night/ Learning Japanese Culture.( Activities by Japanese students)
21:00 Take a rest
【パヤオセンター泊 】
08:00 ‐ Breakfast with staffs
09:00 ‐ Learning and exchange experience with staffs
12:00 ‐ Lunch with staffs 13:30 – Shopping at Tribal crafts shop.
15:00 – Take a rest. 16:00 ‐ Sport activity with children
18:00 ‐ Farewell dinner
19:30 ‐ Farewell activities ‐ Performance from children.
21:00 Take a rest
【パヤオセンター泊 】
08:00 ‐ Breakfast at Phayao Center
08:30 – 10:00 Evaluate and reflection study trip with staffs
10 :00 ‐ Cleaning and Packing luggage
10:30 ‐ Leave for Chiang Rai International Airport.
12:00 ‐ Lunch at food shop on the way
13:00 – 14:00 ‐ Elephant Trekking at Ruammit Karen village.
15:00 – Shopping at Big C Department Store in
Chiang Rai city Leave for Chiang Rai Airport
17:00 – Check in TG 2137 and take dinner at Chiang Rai Airport
17:30
Dinner at Chiang Rai Airport 19:10 – 20:35 Take the domestic flight
(TG 2137) to Suvarnabrumi International Airport.
23:50 – 9/26 08:10 Bangkok – 成田空港 (TG 0642)
【機 内 泊 】
10:20 – 12:05 成 田 空 港 –新 千 歳 空 港 (NH2153) → 解 散
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Ⅰ．パヤオセンターについて
パヤオセンターの正式名称は「子どもとその家族を人身売買及び商業的性的搾取
から守るための生活質向上プログラム」。主に人身売買や性的搾取の「予防」を行う
施設である。バンコク YMCA 財団の一部として設立されて今年（2019 年）で 27 年
目を迎えるこの施設には，現在 7 歳から 18 歳の男子 8 人，女子 25 人の計 33 人が
暮らしている。また，私たちのような日本の高校生を含めた支援団体が毎年 100 人
以上，世界各国から訪問する。
1．目的
パヤオセンターの目的は，以下の 5 つに分類される。
▽パヤオセンターでの共同生活を通して，生活質の向上
▽学校でキャンペーン活動
▽ライフスキルの向上のためのトレーニング
▽地域キャンペーンや啓発活動
▽公共機関や NGO とのネットワーク
Ex)
・子ども議会の開催…パヤオセンターの子ども達は，議長，秘書，会計，施設グ
ループ，食事グループ，農業グループ，宿舎グループのいずれかに振り分けられ
る。こうして一人一人に仕事を持たせることで，子ども達の生活質の向上を図っ
ている。
・星の制度…日用品の寄付があった時，これらは一度スタッフの手によって保管
される。子ども達は施設内でのボランティア等を通して「星」を集める。この「星」
を集めることで，自分の欲しい商品を手に入れることが出来る。
2．受け入れ基準
パヤオセンターの入居基準は以下通り。
▽身体的・精神的・性的暴力を受けている
▽人身売買のリスクが高い
▽教育不足である
▽貧困・経済不足である▽過去に性産業に
関与した大人が周りにいる
▽HIV/AIDS 患者の親権者を持つ子ども
これらの要件を複合的に満たす子どもが入居の対象となる。
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＊親に拒絶された場合
パヤオセンターの職員が両親に直接会いに行き，村の人からの情報や子ども本人
の証言を基に，子どもが家にいることで起こりうるリスクについて伝える。それ
でも子どもの引き取りを拒絶された場合，県と協力して公式な書類を制作し，法
的に子どもを引き取る。
＊家庭に戻すタイミング
家庭の経済状況と今までに想定されていたリスクがないか十分に調査した上で，
高校卒業や中学卒業の区切りの良いタイミングで子どもを受け渡す。
3．パヤオセンターの課題
パヤオセンターは，ネット上でのクランドファンティングや日本・ヨーロッパ・
個人からの寄付，ハンディクラフトの売り上げを中心に運営を行っている。しかし，
設立 27 年目の今でも，施設として不十分な点は数多く存在する。例えば，建物のメ
ンテナンス，台所・水道の工事，壁の修正等だ。そしてこれらの問題を解決するに
は資金が必要となる。
4．最後に
人身売買の被害者を減らすためには，パヤオセンターのような，人身売買問題に
取り組む施設が必要である。そこで「今後，センターでの受け入れ人数をさらに増
やしたいと考えていますか。」という質問を投げかけたところ，「今の予算・施設・
スタッフの状況ではまだまだ解決していないことがたくさんあるため，受け入れ人
数 を 増 や す と い う こ と は あ ま り 現 実 的 で は な い 。」 と い う 回 答 が 返 っ て き た 。 年 間
100 人 以 上 の 個 人 や 団 体 に 支 援 さ れ
ながらもこうした返答が出てくるこ
とには少し驚いたが。しかし，例え施
設として苦しい状態が続いても，人
身売買根絶のためにこれからも子ど
も達の受け入れという。そのため，日
本やタイ国内を中心に協力者を増や
し，今後のパヤオセンターの運営の
ためにも支援者可能な範囲で支援を
続ける必要がある。
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Ⅱ．パヤオセンターでの活動
パヤオセンターで子どもたちと自己肯定感を高めることを目的としたアクティ
ビティを行った。
1．自己肯定感とは
自己肯定感とは，ありのままの自分を受け入れるこ
とである。自己肯定感を高めることで，自信がつき積
極的になれる。しかし，自己肯定感が低いことは一概
に悪いことであるとは言えない。失敗や危険から遠ざ
け，助けてくれる大切な信号となってくれる場合もあ
る。だが，自己肯定感が低い状態が続くと，何事にも
後ろ向きになり，行動が消極的になってしまうという
負のループに陥ってしまう。自己肯定感が高いと，前
向きに解釈でき，積極的に行動することができる。ま
た，自己肯定感とは壁に立ち向かっていくことができ
る心の土台であり，幸せな人生を送るうえで最も大切
な感覚であると言われている。
2．この活動の実施を考えた背景
このセンターの子どもたちは，さまざまな事情を抱えている。子どもたちだけで
なく，私たちにも言えることでもあるが，これから先，なにかつらい場面に合うか
もしれない。そこで，自己肯定感を高めることで自信につながり，壁にぶつかった
ときに乗り越えていける力になると思い，今回のアクティビティを考え，実行した。
3．活動内容
アクティビティの内容は，まずグループになり，自分の良いところを模造紙に書
く。次に，同じグループのメンバーから自分の良いところを伝えてもらい，そのこ
とも模造紙に書く。そのあとは全員の前で自分の
良いところを自分で発表する。次に，自分の良い
ところを黄色い花の形の紙に書く。最後に黄色い
花をビーズと糸を使い繋げていき，タイの国花で
あるゴールデンシャワーになり完成である。この
ゴールデンシャワーはパヤオセンターに飾られ
た。
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4．最後に
自分の良いところを自分で言うのは恥ずかしいことかもしれないが，楽しく発表
し，自信に繋がったのではないかと思う。アイディアを出し合ったり，買い出しに
行ったりなど，事前準備は大変だったが，子どもたちだけでなく，私たちにとって
も良い経験ができて良かった。今回のアクティビティを通して，皆で 1 つのものを
作り上げることで達成感を感じ，また，子どもたちの成長に繋がったのではないか
と思う。これからも子どもたちにゴールデンシャワーのように輝く笑顔でいてほし
いと思った。

Ⅲ．人身売買について
1．はじめに
私たちが「YMCA パヤオセンター」と呼ぶ施設の正式名称は，「子どもとその家
族を人身売買および商業的性的搾取から守るための生活質向上プログラム」である。
この名称の中に含まれている「人身売買」について，2019 年 9 月 23 日に施設の方々
が教えてくださった。
2．人身売買の概要
人身売買は三つの点から考えることができる。
1 つ目は「目的」，二つ目は「方法」，三つ目は「手段」である。
「目的」は，被害者の搾取である。具体的には，性的欲求を満たすための卑猥な
行為や売春などの，性的搾取である。他にも，遠洋漁業の労働力や工場の労働力に
するために強制的に労働させること，奴隷にすること，そして臓器売買をするため
に臓器の提供源とすることがある。
「方法」は，例えば，タイ北部の山岳地帯や，その他の国境付近にて，被害者に
なる人を探し，だますことで，バンコクなどに連れてくることをいう。だます際に
は，給料の高い職‐例えば飲食店の仕事‐があると，被害者に伝える。山岳地帯や
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国境付近は，第一次産業‐特に農業‐に力を入れているため，給料が低く，貧困に
悩まされている。そのため，賃金の高い都市部での労働は，被害者にとっては非常
に魅力的なのである。また，バンコクなどの都市部から国外に送り出すことも，方
法として挙げられる。その際に金銭を媒介にしてバンコクの人間から国外の人間へ
と所有者が代わる。
「バンコクの人間」や「国外の人間」は「ブローカー（仲介業者）」
と呼ばれ，利益を得るのである。
「手段」には，詐欺，欺もう，誘拐，暴力や言葉による脅迫など，権力の不正な
濫用が挙げられる。
「権力の不正な濫用」としては，被害者が親によって望まぬ相手
と結婚させられることがある。その際に金銭の授受があるとのことであった。
人身売買の被害者について，改めて簡潔に表現する。人身売買の定義は被害者が
子ども（18 歳未満）であるか，大人（18 歳以上）であるかで変わるため，それぞれ
についてまとめる。子どもが被害者の場合，人身売買とは，
「誰かが子どもを連れて
行くあるいは子どもに強制することによって，不正な利益を追求すること」とあら
わされる。被害者が大人の場合，人身売買とは，
「誰かが大人を騙すあるいは大人に
強制することによって不正な利益を追求すること」とあらわされる。
被害者が大人の場合，騙すことが人身売買を構成する要素になる。一方，被害者
が子どもの場合は，騙す，騙さないに限らず，
「子どもを連れて行く」ことが人身売
買を構成する要素になる。
3．人身売買の形態‐被害者が被った害など
被害は大きく 6 つに分けることができる。
・1 つ目は「強制売春」，
・2 つ目は「ポルノコンテンツの制作・頒布」，
・3 つ目は「利益のために性を利用するその他の形態」，
・4 つ目は「強制労働」，
・5 つ目は「物乞い」，
・6 つ目は「臓器売買」である。
1 つ目の「強制売春」は，被害者を売春宿‐売春させるために多くの被害者が「監
禁」されている施設‐などの，
「所有者」の目が届く範囲に置き，強制的に被害者に
客を取らせ，性交させることをいう。性交の際に性病に感染することや，望まぬ妊
娠をしてしまうことなどがある。また，性交するために支払われる金銭は，被害者
に与えられることなく，被害者の「所有者」が受け取るため，
「所有者」は不正な利
益を得ているのである。
「売春」という言葉は，女性が性交することを指す言葉であ
るが，少年（男子）も被害者に含められている。
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2 つ目の「ポルノコンテンツの制作・頒布」は，10 年前には見られなくなったも
ので，新たな被害ということができる。生放送で卑猥な内容を配信させ，さらに放
送を録画することによって脅迫‐生放送の内容を頒布するなど‐し，被害者が身を
退けないような状況をつくりだす。自身の状況に耐えられなくなった被害者が，自
ら命を絶つこともある。また，仮にポルノコンテンツから身を退くことができたと
しても，インターネット上に載せられた画像や映像によって，将来的に苦しめられ
ることもある。
前述した通り，タイの人身売買に関する法律は，日本と比べて先進的である‐詳
細は後にまとめることにする‐。その一例として，ポルノコンテンツを拡散させる
行為‐「いいね！」や「リツイート」など‐をした場合，拡散させた人を裁くこと
のできる法律がある。
3 つ目の「利益のために性を利用するその他の形態」は，性感マッサージや，プ
リティーガール・プリティーボーイ‐宴会の会場に派遣され，お酌をしたり，性的
魅力のある踊りをしたりする女性・男性‐などが挙げられる。性感マッサージは，
マッサージだけでなく性交することも含まれる。タイの女性が韓国に渡ることもあ
る。プリティーガール・プリティーボーイは，バンコクなどの都市部に見られる。
しかし，農村部に見られることもある。農村部は都市部の公務員の出張先であるた
め，重宝されるとのことであった。
私たちが施設の方々に人身売買について説明を受けた日（9 月 23 日）の一週間前
（9 月 16 日）に，プリティーガールが死亡する事件が起き，タイ国内でも話題にな
っていた。事件の概要は以下の通り。ホームパーティーに派遣されたプリティーガ
ール（以下：被害者女性）が「集団」に強姦され，亡くなってしまったのである。
被害者女性は「集団」に強姦されたこと，また強姦以前にアルコールや薬物を摂取
させられていたことから，被害者女性の死因をつくりだした人間を特定することが
困難になっている。9 月 24 日に読んだタイの新聞では，被害者女性はアルコール中
毒で亡くなったと報道されていた。
4 つ目の「強制労働」は，遠洋漁業などの労働力として，過酷な労働環境‐働か
ない場合は海に「棄てられる」ことなど‐の元で労働を強いられることである。遠
洋漁業の被害者はタイ北部だけでなく，タイ南部の人も見られる。また，ロヒンギ
ャ‐タイ北部の山岳地帯やミャンマー（ビルマ）北部の山岳部に暮らしていたもの
の，現在は迫害されている民族‐の人々も被害者になっている。
5 つ目の「物乞い」は，路上に座り込み金銭を要求する行為である。被害者の背
景には「所有者」がおり，
「所有者」によって決定された稼ぎの最低基準量を満たす
ことができなければ，暴力をふるわれたり，食事を供給されなかったりする。しか
し，子どもの状況を案じ，金銭を与えると，すべて「所有者」の不正な利益になる
のである。また，物乞いを強制させられる被害者は，人々に同情されるため，顔色
を悪くする薬物を摂取させられることがある。
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被害者に金銭を与えると「所有者」の利益となり，与えなければ暴力を振るわれ
るなどするというディレンマ‐相反する二つのことに板挟みになり，どちらとも決
めかねる状態‐とも思われるが，施設の方の一人が，金銭ではなく食料などの，直
接子どもたちに利益があるものを提供することや，被害者にではなく被害者を支援
する団体を援助するなどの方法があると，教えてくださった。
6 つ目の「臓器売買」は，インドや中国で見られる，人身売買の形態である。摘
出される臓器‐脳など‐や，摘出の方法，摘出する際の環境‐衛生的か否かなど‐
によっては，被害者が亡くなることもある。
また，新たな形態として「代理母出産」というものがあり，人身売買の形態は日
を追うごとに「発展」しているのである。
4．人身売買の原因
人身売買の一つとして，「貧困」が挙げられる。
ほかの原因としては「生活の質の向上への欲」が挙げられる。「スマートフォン」
などを手に入れたいと思う子どもが，
「 スマートフォン」と引き換えにして「所有者」
の手に渡るのである。
「貧困」や「生活の質の向上への欲」以外にも，
「友達からの紹介」や「教育不足」
などの原因がある。一つの原因ではなく，複数の原因が重なる場合もあり人身売買
の原因は複雑化している。
5．人身売買に関する法律

－日本との比較も交えて－

前述したように，タイの人身売買に関する法律は，国連の規定にのっとっている
が，日本の法律はそうではない。例えば，タイの法律では，人身売買の被害者を「被
害者」として扱うが，日本の法律では，密入国者や不法滞在者などの「加害者」と
して扱うのである。そのため，人身売買の被害者‐日本の法律に従えば「加害者」
‐は，強制送還されるのみなので，必要な世話を受けることができない。
タイの人身売買に関する法律の制定は，1996 年から始まり，以降，人身売買の形
態に合わせて法整備が進んでいる。しかし，法律は人身売買の形態の「発展」に対
応して制定されるため，
「最先端の形態」に，常に後れを取っている。また，賄賂に
よって警察職員が加害者を見逃すこともあ
るなど，課題が山積している。
日本には「人身売買」に関する法律は存在
しないため，被害者を「加害者」として扱っ
ている。そして，日本は「人身売買」の「加
害国」であるという事実が存在しているので
ある。
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Ⅳ．LGBT について
1．交流内容
私たちは，タイの高校生とパヤオセンターの二カ所で LGBT に関するワークショ
ップを行った。まず初めに LGBT の説明はせずに，日本人からとある劇を披露した。
その劇は，片方の女性が仲の良い同性の友人に，自分は同性愛者であるということ
をカミングアウトするものであった。そして，生徒や子供達に劇を見て感じたこと
を聞いた後に，LGBT という言葉を聞いたことがあるかどうか尋ねた。そして最後
に「カミングアウトした同性の友人と今まで通りに受け入れられるか」という質問
を行った。
最後の質問について，高校生は YES と答える人がほとんどであったが，パヤオセ
ンターでは，男女で反応が異なった。女の子たちは皆が YES を選択したが，男の子
の中には，受け入れられないという反応を示す子も数名いた。理由は，自分の村で
LGBT 当事者を見たことがなく，実感が沸かないからというものだった。また劇に
関しても，高校交流とパヤオセンターの反応が異なっていた。私たちはこの原因の
一つに，パヤオセンターがタイの少数民族出身の子供を多く受け入れているからで
はないかと考えた。
さらに，日本人とタイ人でもいくつか異なる点があった。それは，LGBT が身近
な存在になっているか否かの違いだ。タイでは，自分が同棲愛者であることを第三
者に伝える，もしくはオープンにする人が多い。また，トランスジェンダーの生徒
が心の性別に従った体の性別とは違うトイレを使用している様子も日常となってい
る。しかし，この光景は日本ではあまり考えられない。日本とタイで LGBT に関す
る意識が異なるのは，LGBT が身近な存在になる環境が生活の中で当たり前になっ
ていることが分かった。
【詳しい質問内容】
① LGBT という言葉を知っていますか？
② あなたがこの立場だったら友達を続けますか？という質問をして付箋に
yes/no/I don't know で答えを書いてもらった。
③なぜタイは LGBT について先進的か
④LGBT に関する実体験はあるか
【結果】
A「高校交流の場合」
① 知らないという人がほとんどだった。
② 28 人中“yes”が 24 人“I don't know”が 4 人で“no”はいなかった
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“yes”の人の意見
・自分のことを好きではないから気にしない
・気にしないでお泊まりもできる
“I don't know”の人の意見
・親友だと思っていたのにどうすれば良いかわ
からない
・自分は LGBT を好きではない
③ 保健の授業では思春期などは教わるが LGBT について触れられないが，友達
に当事者がいたり外見でわかったりするのでわかる
④後輩の男の子が男の子と付き合っている。など同性カップルの存在が普通だっ
た。体は男の子だが女の子っぽい動作をする子を冷やかす子もたまにいるがい
じめにはなっていない。
B「パヤオセンター」
① 知らない人がほとんどだった。
11 人中“yes”が 8 人で“no”が 3 人で“I don't know”が 1 人でした。
“no”は全員男の子でした。
② “yes”の人の意見
・おかまの友達がいる
・女性が男性に関する嫌な経験をして女性を好きになることがある
・なんの問題もない
“no”の人の意見
・ゲイの子といると自分もそうなのではない
かと思われてしまうかもしれない
・怖い
・体が男で心が女の人とは友達は無理
“I don't know”の人の意見
・その子は村の出身で村に LGBT 当事者の人がいなかった
・学校に当事者入るけれど，LGBT 当事者と知っていたら仲良くならない
③ タイ社会は受け入れているが田舎の村では男らしさや女らしさが尊重されて
いる
④中 1 と小 6 に女の子同士で付き合っている人がいる
先生はしらないがみんな知っている
学校にとても外見が可愛らしい体は男の子だが心が女の子の子がいる。その子
は女子トイレを使用するが可愛い見た目をしているので誰も気にしていない。
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Ⅴ．感想
〇原

いこい

9 月 20 日から 26 日の 7 日間，SGH のプログラムの一環であるタイ研修に参加
しました。タイでは主に，2 つの学びを行いました。
1 つ目は，人身売買についてです。私たちが宿泊したのは，
「YMCA パヤオセンタ
ー」という，人身売買の「予防」を行っている施設です。日本に暮らしていると，
人身売買というワード自体，あまり身近ではありません。しかし，日本は人身売買
の最大の受け入れ国という事実を知り，日本の問題としても考えていかなければい
けないということに気づきました。
また，
「パヤオセンターを運営している中で，困難はありますか」と質問したとこ
ろ，運営費用が不足しているという返答がありました。パヤオセンターには，年間
100 人以上のボランティアが訪問します。これほどまでに支援を受けているパヤオ
センターでも費用が足りていないことから，団体が無料で活動を行うことの難しさ
を知りました。
2 つ目は，LGBT についてです。タイはニューハーフが多い，LGBT に寛容な国
である，というイメージを持っていた私たちは，性の多様性をテーマに，現地の高
校生やパヤオセンターの子ども達と活動を行いました。そこでは，タイ人は「LGBT」
という言葉をあまり認知していないこと，認知していない一方で同性愛や性同一性
障害をオープンにしている人が多いということを聞きました。このことから，タイ
では自然と自分というものをオープンにできる環境が整っているのではないかと考
えました。
また，女らしさ，男らしさについて話し合いまし
た。そこでは，山岳地帯では子供を産むということ
が重要であること，性別ごとに役割が厳しく決ま
っていることを聞きました。そこで，
「性別によっ
て役割は変わると思う？」と質問したところ，
「そ
んなことない。私のお母さんはお父さんより強い」
と答えてくれた子がいました。このように考える人が多いため，タイでは自分の性
をオープンにできる人が多いのではないかと考えました。
今回タイ研修に参加して，自分の考えが固定されていたことに気がつきました。
人身売買や LGBT の問題は，学んでも学びきれないものです。しかし，問題の本質
を知らずに解決策を模索することや，勝手に偏見を持ってしまうことは恐ろしいこ
とであると感じました。特に LGBT は，制度が作られるなど近年日本でも注目の高
い事柄です。人身売買の当事者や LGBT にあてはまる人は少数です。そのため，タ
イで学んだ知識を広げることが必要であり，私たちにしかできないことだと思いま
す。
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〇山下

彩芽

私は，今回のタイ研修で LGBT や人身売買について学びました。私は研修に行く
前，前提としていじめがなくならない現状があるから LGBT の人たちへの差別もな
くならないのではないか，と思っていました。また，LGBT の人たちに対して寛容
になるためには教育に取り入れる必要があるのではないか，と考えていました。し
かし，タイで現地の高校生とディスカッションした結果，私の概念は打ち壊されま
した。タイの人たちは LGBT の人たちに対して寛容であるというのは私たちが想像
していた通りでした。私が驚いたのは，彼らが
LGBT について意味などを詳しく知らなかっ
た点についてです。また，いじめまではいかな
くても，からかいなどが普通にあるのに，
LGBT の人たちへの差別がないことを不思議
に感じました。LGBT について教育を受けて
おらず，知識がないのに，自然と受け入れられ
ていて素晴らしい国だと思いました。
パヤオセンターでも LGBT について話し合いました。その際，親の影響で子ども
の性が変わってしまったという話を聞きました。子どもは幼いころ，いい影響も悪
い影響も受けやすいため，私はそれを教育に生かすべきだと思いました。もちろん，
教育を受けなくても自然と様々な性が受け入れられる社会が一番良いと思います。
しかし，日本ではそれができていません。したがって，私は言葉の表現に気を付け
たり，保健や道徳の授業で LGBT について取り上げるべきだと思いました。
今回，パヤオセンターの子どもたちと約一週間過ごしました。また，人身売買に
ついてセンターで学びました。世界ではこんなかわいい子どもたちが人身売買の被
害にあっていると考えると，子どもたちの笑顔を見るたびに悲しい気持ちになりま
した。子どもたちは私たちに希望を与えてくれる，かけがえのない存在です。子ど
もたちを救うには，まず現状を知ってもらうことが必要だと感じます。これは，
LGBT の人たちが自分らしく生きていくことに関しても同様です。報告会など，大
勢の人に伝えることができる機会を使い，学んだことを伝えていきたいです。
私は，最初「アジアの国に行ったことがないので行ってみたい」といった軽い気
持ちでタイ研修に応募しました。不純な動機であったため，事前活動で最初はメン
バーに負担をかけてしまいましたが，学んでいくうちに自分の考えを持つようにな
り，最終的には少しはメンバーの力になれたのではないかと思います。
また，将来，北海道 YMCA で働くことに興味をもつきっかけにもなりました。今
回，このような機会を与えてくれた先生方や家族，支えてくれた通訳の方，暖かく
迎えいれてくれたパヤオセンターの方たちに感謝を伝えたいです。
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〇中西

彩優

・パヤオセンターについて
私は今回の旅でパヤオセンターはとても素敵だなということを再認識しました。
スタッフの方が，携わっている全ての方の子供達を助けたいという気持ちや，良い
思いをして欲しいという善意で成り立っていると痛感しました。人のために生きる
というスタッフの方々の生き方にも感動しました。将来自分も見習えるようになり
たいです。研修で訪問させてくださって感謝の気持ちでいっぱいです。
・パヤオセンターの子供たちについて
去年も海外研修でパヤオセンターに行きました。今年は去年よりも子どもと関わ
る時間が多かったと思います。その中で私が感じたのは，やはり子どもたちは優し
いです。笑顔は魅力的でジョークをたくさん言ってくれましたが，それらは私たち
を安心させてくれました。子どもたちの方から積極的に関わってくれたことはとて
も嬉しかったです。しかし，私は不思議に思うことがありました。それは，私は母
が小さい頃から私に優しくしてくれるから，人に対してどう優しくしたら良いか知
っています。ですが，子どもたちの中にはもしかし
たら，小さい頃に寂しい思いや深い傷がついた経験
がある子もいると思います。なので，どこで暖かさ
に触れたのだろうと疑問に思いました。きっと，パ
ヤオセンターという施設のスタッフさんや年長の子
が暖かさに溢れているのかなと思いました。私より
も色々な事に気づいて，気を使ってくれた私よりも
体が小さい子どもたちをとても尊敬しました。
・パヤオについて
私たちは基本的にパヤオセンターの中にいたのですが，2 回だけパヤオのローカ
ルマートのような出店があるところに行く機会がありました。そこではジャージの
上下が日本円にすると約 800 円で売っていました。私はとても驚いて思わずたくさ
ん蹴ってしまいました。他にも色々な食べものやアクセサリーなどが日本では絶対
売っていないような値段で売っていました。その場では安くて嬉しいなとしか思っ
ていませんでした。しかし，パヤオセンターに戻ってその話をパヤオセンターのス
タッフの方としていると，その背景には何があるのか考えてほしい，その安さは現
地の人にしたら普通だよと言われて嬉しかっただけの自分が情けなくなりよく考え
ました。私たちはチェンマイのスーパーにも行きましたが，値段は全然違いました。
服でいうと 3 倍も値段が違いました。私は驚きました。例えば札幌と旭川での服の
値段は変わりがないので田舎だから安いということをここまで感じたのは初めてで
した。初めて貧困という問題の現実的な片鱗に触れた気がしました。
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〇常本

亮太

SGH タイ研修での経験は，非常に意義深いものとなりました。多文化主義を主題
に添えて，セクシュアリティ，人権，人身売買，山岳少数民族などについて学びま
した。高校二年生の海外研修でタイを訪れ，その研修を機に，人身売買，女性の権
利や人権，また，政治学や経済学など，非常に幅広い分野の社会問題を，できる限
り，妥協することなく，学びました。一年たって再びタイを訪れ，改めて私自身の
至らない点を見つけ，また成長も感じました。
ジェンダーについては，現地校と YMCA パヤオ
センターで二度の学びを通して，同じタイ国内にお
いても，環境が違えば感じ方も違うことを学びまし
た，しかしながら，タイは心の性別や身体の性別に
関係なく，その人の得意な分野を生かそうとする空
気を感じることができました。手先が器用な人は，
裁縫の分野で花を咲かせていたり，歌が得意な人は，
音楽の分野で花を咲かせていたりと，その人の性別に限らず，作品や能力を正当に
評価するように感じました。日本では，性別を必要以上に気にしている気がしてな
りません。何度も言うようですが，性別ではなくその人の能力や人となりを見つめ
る空気は，とても過ごしやすいものだと思います。
人権，人身売買についても学びました。一年前に初めて人身売買を知り，無関心
であることを恥じたときから，自らの成長を感じることができたと嬉しく思ってい
ます。しかしながら，一年間，書籍で学んでいるうちに，無意識にバディと人身売
買という問題が遠のいてしまっていました。一年ぶりにバディに再会し，人身売買
と目の前で笑っている少年少女とが，強く結びつきました。今後の学習を進めるう
えで，原点に立ち返り，YMCA パヤオセンターでの光景と人身売買や人権の問題を
強く結びつけながら学んでゆかなくてはと，思いました。
最後に，引率してくださった江口明子先生，そして YMCA パヤオセンターのスタ
ッ フ の 方 々 ， 子 ど も た ち ， ま た JTB の
方々，両親など，こうしてタイで貴重な経
験をすることができるように支えてくだ
さったすべての方に，御礼申し上げます。
今後も人のつながりを意識しながら，多
文化主義に向けて，ひいては社会問題に
向けて，学びを深めたいと思います。
ありがとうございました。
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